


 



タイムスケジュール                       

 

１３：３０ 開会・オリエンテーション 

 

 

１３：４５ 基調講演＆ワークショップ 

「ふくし」で「まちづくり」をすすめるヒント 

～ 一人暮らしのウメさんのケース ～ 

 

        講 師 志賀
し が

 誠
せ い

治
じ

 さん （人間科学研究所 所長） 

 

 

１４：４５ 休憩・交流タイム 

 

 

１４：５５ 活動紹介 ～１分間スピーチ～ 

       廿日市市内で行われている８つの取組のアピールポイント 

       を紹介します 

 

１５：２５ 活動発表＆情報交換タイム 

     「もっと聞いてみたい！」「もっと知りたい！」、そんな 

      取組をさらに詳しく聞きながら、情報交換しましょう 

 

１６：２５ まとめ 

      今日の気づきやこれからやってみようと思う 

      ことを、みんなでシェアしましょう 

 

１７：００ 閉会 

     ※ 「今日の感想」（ポストイット）の記入を 

お願いします！ 
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基調講演＆ワークショップ 

「ふくし」で「まちづくり」をすすめるヒント 

～ 一人暮らしのウメさんのケース ～ 
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活動紹介 lineup 

 

串戸ワイワイ土曜朝市 市民センターを拠点にしたまちおこし・・・Ｐ4 

 （串戸地区自治協議会） 

 

浅原小学校第２回大同窓会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ5 

 （浅原小学校 卒業生） 

 

野菜づくりで地域を元気に！・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ6 

 （虹のやおや） 

 

生涯暮らし続けられる吉和地域をつくる・・・・・・・・・・・・・Ｐ7 

 （特定非営利活動法人ほっと吉和） 

 

サロン「楽楽」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ8 

 （大野第１区） 

 

災害に強い地域づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ9 

 （大野第７区） 

 

フィリピンの皆さんと地域の交流・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10 

 （廿日市市国際交流協会） 

 （宮島・宮島杉之浦市民センター） 

 

はつかいちの情報発信局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ11 

 （ＦＭはつかいち７６．１ＭＨｚ） 

-3-



串戸ワイワイ土曜朝市 

             市民センターを拠点にした 

まちおこし 
 

串戸地区自治協議会 

小田 英一さん 白井 寛さん 

高見 康彦さん 東久保賢治さん 
 

取組の内容                        

 ２年前から、串戸市民センターの自主運営を開始しました。これをきっかけ

に、『市民センターを地域住民が集まる場にしたい』と、その取組の第一弾とし

て、その年の６月から「土曜朝市」をスタートさせ、今年の２月で第１６回を

迎えました。産直の新鮮野菜やみかん、キノコをはじめ、品数も豊富になって

きています。さらに、飲食コーナーでは、無料のコーヒーや甘酒でのおもてな

し。そして、ゲームコーナーからは子どもたちの笑い声が聞こえてきます。お

年寄りから子どもまでが集まり、楽しいひと時が過ぎていきます。 

 もちろん、課題もあります。朝市は商品があって成立するもの。「生産者を継

続的に、どう確保し、拡大していくことができるのか？」これをみんなで考え

ているところです。 

  

アピールポイント                    

ひとつは、町内会組織とコミュニティ組織を合体させ、さらに市民センター

を指定管理者制度によって自主運営することで、市民センターを拠点にしたま

ちづくりの活動が発展したこと。 

そして、「土曜朝市」は、場所代や手数料を一切とらない「楽市楽座」として、

安い価格での販売と生産者の収益が確保されていること。 

さらに、朝市をきっかけに、市民センターが地域の集いの場となり、人のつな

がりを生み出す場になっていること！ 

大盛況！土曜朝市のようす 
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                   浅原小学校第２回大同窓会 

 

                     浅原小学校 卒業生 

二宮 理さん 

山根 弘和さん 

取組の内容                       

 浅原小学校閉校から２年、閉校時に開催された「大同窓会」を再び企画中で

す。これをきっかけに、地元を離れた同窓生で浅原の応援隊をつくれたらいい

な～と、まずはＳＮＳを活用したつながりづくりに取り組んでいます。 

 きっかけは、久々に話した叔父との会話。叔父の地区が祭りのトウヤ※にあた

っていました。 ※トウヤ…当番のこと 

「地区には若いモンがおらんから、祭りの準備が大変だ」とか…。「なら、ち

ぃ～と手伝おうか…。」「じゃ、ついでにあいつ（友達）も呼ぶか…。」とか…。 

 そんな感じで祭りの準備を手伝っているうちに、なんだか、昔を思い出しま

した。僕らが子どものころは、にぎやかに開催していて、楽しみだった秋祭り。 

「浅原を出て行ったモンでも、何かできることがありゃせんかの…？」と、

友達と話しているうちに、みんなを巻き込む「大同窓会」からやってみるか？

ということになりました。 

 

アピールポイント                    

とにかく、「ゆる～く」やってます。昔懐かしい友達と、懐かしい浅原のため

に何かできればいいなと。 

 普段は今の自分たちの暮らしで精一杯で、「そんな、ふるさとのことなんてで

きないよ。」という人が多いと思う。でも、心のどこかでは、やっぱり、気にな

るよね？ 

そんな、忙しい自分たちの世代も「ＳＮＳでつながるくらいなら…」、「そこ

で、浅原の今のことを知れたら…」、「自分でもこのぐらいならできるよ…」っ

ていう人が数人でもいれば、それでええじゃん！ 

 

浅原小学校閉校時に開催された「大同窓会」のようす 
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 野菜づくりで地域を元気に！ 

虹のやおや 

                       早川 幸江 さん 

（地域支援員） 

 

取組の内容                       

 佐伯地域で開催された「水と緑と虹のマルシェ」の開催をきっかけに、地域

で生産された野菜を集めて、さまざまな場所で販売しています。 

地域には野菜づくりを楽しみにしている方がたくさんいます。都市部で野菜

を待っている人たちがいることが分かれば、やりがいが増すのではないか、や

りがいを感じて、元気に畑で野菜づくりができたら、耕作放棄地も少しずつ減

って、きれいな里山の風景を守っていくことにつながるのではないか、そんな

ふうに思いながら、「ひとりではおっくうなことも、みんなでしゃべりながらや

ったら楽しいじゃない？」と、地域に思いを寄せる仲間たちと一緒に野菜づく

りと販路の拡大に取り組んでいます。 

 

 

アピールポイント                    

 「タタミ６畳 広げよう」がテーマ（合い言葉？）です 

 もし、一人ひとりがタタミ６畳分だけでも作付けを増やせたら、販路がひと

つ増やせるかも。販路がひとつ増えたら、野菜を提供してもらう生産者も増や

せるかも。そんな思いから、佐伯地域の宝物である農地を活用して、楽しくワ

クワクする未来を作る団体です。 
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生涯暮らし続けられる 

吉和地域をつくる 

 

特定非営利活動法人ほっと吉和 

理事長 益本 住夫さん 

                      

取組の内容                       

吉和地域の人口は６９３人、高齢化率は４９.１％（平成２９年１月現在）と

なっています。 

医療や介護施設が少なく、地域住民は病気や高齢のために生活が困難になる

と、吉和地域以外の病院や施設に入院、入所を選択しなければなりません。人

口減少が今後ますます進めば、在宅生活をささえる地域の力もさらに低下して

いくことが予想されるため、今、何とかしなければならないという思いから、

平成２５年（２０１３）年度から福祉座談会を開催し、住民による話し合いを

はじめました。 

地域にどんな施設や仕組みが必要なのか、自分たちができることは何がある

か、など話し合い、これらの意見を実現するために「生涯暮らし続けられる吉

和地域をつくる会」を立ち上げ、市へ施設整備の要望書を提出し、吉和地域に

泊まりのできる高齢者施設の建設が決まりました。現在、建設工事がすすめら

れています。高齢者施設の運営や地域でできる生活支援サービスを行う人材セ

ンターを備えた「ＮＰＯ法人ほっと吉和」を設立し、事業開始に向けて準備を

進めています。 

 

アピールポイント                    

 「ダントツに高い地域愛着度」これは、以前廿日市市が実施したアンケート

調査の結果です。自然が好き。隣近所がいいから。高齢になっても暮らし続け

たいという住民の思いを、みんなで協力し、支えあえる体制を創るため、ＮＰ

Ｏ法人「ほっと吉和」を設立しました。 

福祉座談会のようす 
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 サロン 「楽楽」 

 

大野第１区 

                        区長 青柳 康夫さん 

 

取組の内容                       

 高齢社会に対応していくため、自分たちでできることは何か、誰でもできる

ことは何か、と考え、その答えのひとつが「食事を作る（最低でも週に１回）」

でした。そこで、毎週木曜日の９時から１３時まで、福面集会所でサロン「楽

楽」を開催、誰でも気軽に立ち寄れる場所としてオープンして３年目、手作り

のモーニングセットやランチを有料で提供しています。 

始めたきっかけは、団地内の孤独死が続いたこと。この場所を１０年続ける

ためにはどうしたらよいかを考え、既存の福祉部会での活動としてではなく、

年齢や男女を超えてスタッフを募り、「キースタッフ」と「ボランティア」で運

営、「キースタッフ」は有償ボランティアとしています。 

集会所には参加者がつくった手作りの品々があふれ、ときには、家庭菜園で

育てた野菜を販売することもあり、地域で誘い合って参加されるなど、毎週木

曜日を皆さん楽しみにしています。 

 

アピールポイント                    

 食事のメニューは誰でもつくれるように標準的なメニューにして、当日のメ

ニューの材料、かかった金額などを全部記録に残しています。また、当日の食

事の予約はとらず、男性が少しでも参加しやすいようにと、あえて男性が受付

係をやっています。 

 有償ボランティアはもちろんのこと、こんなふうに、「楽楽」には、みんなが

参加しやすく、世代を越えて続けていくための工夫がたくさんあります。 

サロンの参加者が食事を楽しんでいるようす 
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災害に強い地域づくり 

 

大野第７区 

 

区 長     文理 一男さん 

                  自主防災部会長 伊藤 文徳さん 

 

取組の内容                                             

 以前、大野地区で台風に伴う避難準備情報が出されたことがありました。こ

のとき、区役員と組長、前組長を中心とした自主防災組織では実際の災害時に

は機能しないことが分かり、改めて防災組織の強化に取り組みました。 

特に災害時要支援者の避難支援の体制が不備だったことから、市から提供さ

れた避難支援が必要な人の名簿を活用して、７区内の１７５人の要支援者の世

帯を民生委員が訪問し、その中から高齢で一人暮らしの人や、障がいのある方

など、特に支援が必要な人をリストアップ、地図に記入して、その情報を区役

員、防災部会員で共有するようにしました。さらに、リストアップした人たち

の家を民生委員と防災部会員で確認して歩き、災害時、その人たちの避難支援

を、防災部会員の誰が担当するのか決めていきました。 

７区は新しい家が建ち、他地区からの転入者が増えています。引っ越してき

た人たちに少しでも地域の地理を知ってもらって、いざというときに役立てて

ほしいという思いから、災害時の避難場所に指定されている「大野学園」を示

す掲示板を、区内１５箇所に設置しました。「掲示板の設置はささいなことです

が、そうした人たちの一助になればうれしい」と、日々地域防災の充実に取り

組んでいます。 

 

アピールポイント                                       

 防災避難訓練を実施したときに、予想を超えて、約１８０人もの地域の方々

が参加され、その中には新しい住民の方もたくさんおられました。 

「防災」は地域に住んでいる私たちで努めていかなければならない、誰にと

ってもかかわりのあるテーマ。このことが、みんなで地域づくりを進めるため

の「きっかけ」になっています。また、区の役員と民生委員の連携もポイント

です。 

 

自主防災部会員と民生委員が要支援者の世帯を訪問しているようす 
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フィリピンの皆さんと 

地域の交流 

 

宮島・宮島杉之浦市民センター 

                      田宮 憲明さん 

 

取組の内容                       

 杉之浦地区には、多くのフィリピン出身者が住んでいます。フィリピン料理

をきっかけに、お互いに知りあい、顔見知りの関係づくりのための交流を進め

ています。同じ宮島に住む者同士、国籍や言葉の壁を乗り越え、日々の生活を

円滑に営める環境を醸成する『きっかけ』として、次のような事業を実施して

きました。 

 

 ● 杉之浦地区在住フィリピン人の皆さんとフィリピン料理を作ったり、ゲ

ームを通じて、交流を深めよう。（Ｈ２８．６） 

 ● 宮島市民センターまつりで、宮島市街地の皆さんにもフィリピン料理を

振る舞い、国際交流についても考えよう。市民センターまつりの参加者と

して、フィリピンの皆さんに祭りを盛り上げてもらおう。（Ｈ２８．１０） 

 ● クリスマスパーティーで、フィリピン各世帯の料理を持ち寄り、参加者

に振舞おう。（Ｈ２８．１２） 

 

アピールポイント                    

 『個々でできることは限られることを自覚し、 

分からないことは、その得意な人にお願いする！！』 

・ 言葉が分からないなら分かる人を連れてきて、仲介にしてもらえばいい。 

・ 人脈のある人がいるなら、たくさんの地元の人を連れてきてもらおう。 

・ 交流する場や機会がないなら、みんなで都合を合わせて作ればいい。 

・ しゃべれなくても、場を一緒に楽しみたいなら、楽しむだけでもいい。 

 

『できることを持ち寄る。参加することに意義がある！！』 

一緒に作ったフィリピンの家庭料理を囲んで交流のひととき 
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                    はつかいちの情報発信局 

 

㈱ＦＭはつかいち局長兼    
 ＦＭはつかいちﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ   

倉本 良一 さん   

 

取組の内容                       

 平成２０年２月に開局しました。周波数は７６.１ＭＨｚ、毎日２４時間放送

しています。 

開局当初は、廿日市小学校近くのビルの１階でやっていましたが、今は「ゆ

めタウンはつかいち」の３階フードコート前で放送しています。 

 ＦＭはつかいちの可聴エリアは、コミュニティＦＭということもあり、廿日

市市沿岸部と広島市佐伯区、西区、大竹市、山口県岩国市の一部です。（平成

29 年度中に佐伯地域までエリアを広げるための準備をしているところです。） 

ラジオ放送以外にも、ＳＮＳやホームページ、ＵＳＴＲＥＡＭ，インターネ

ットラジオなど様々な媒体を使って、市民の皆さんへ役立つ情報をタイムリー

にお届けしています。 

特に先月からスタートしたインターネットラジオは、スマートフォンやパソ

コンで、いつでも、どこでも聞くことができます。（電波の届かない場所でもＯ

Ｋです。）ぜひ一度、お聞きください！ 

 

アピールポイント                    

 会社の経営理念は、「Happy Together ～皆を巻き込み、皆で楽しく！～」。 

 そんなわけで、 

 ・ 集う人、聴く人、関わる人など全ての人をハッピーにする。 

 ・ 地域を活性化し、地域の人を元気にする。 

 ・ 楽しく役立つ情報を提供する。 

・ タイムリーでバラエティーに富んだ番組をフレンドリーな語りで正確に 

届ける。 

をモットーに日々業務に取り組んでいます。 

ラジオは「ＦＭはつかいち」！チャンネルは「76.1ＭＨｚ」！ 

放送終了後のようす。出演者みんなで ピース！ 
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～ ＭＥＭＯ ～ 
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